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私の疑問

•「障害のない人」 支援の「支え手」

「障害のある人」 「受け手」

に固定？

•「維持・向上」という時、

「向上」を考えているのか？



本日のお話

１．脳と高次脳機能障害

２．脳損傷者の事例

３．脳の可塑性と自己決定

４．中途障害者の心理と対応

５．「主体性を自ら引き出す」アプローチ

６．まとめ

訴えたいこと

•本人の現在の心理、考えを知ろうとする

•ともに行動する（伴歩）



１．脳と高次脳機能障害



各動物の
脳の比較



高次脳機能障害の症状

全般的 １．注意障害

前頭前野： ２．社会的行動障害
３．記憶障害
４．遂行機能障害

左半球症状：５．失語症
６．失行症

右半球症状：７．左半側空間無視
８．半側身体失認
９．地誌的障害



① 注意障害（加藤元一郎編著「注意障害」）

•選択機能（多数の刺激からある刺激に焦点）

•維持機能（選択した注意を一定時間持続）

•制御機能（一定の刺激への注意を中断し、新

たな重要な刺激に向けて注意を移す
（注意の分配）二つ以上の刺激に同時に注意

を向ける）

•刺激の多い、気をそらしやすい環境を避ける

イヤホーン、サングラス、テレビを消す、

カーテンを閉める、人込みを避ける、疲労

を感じたら早く短い休憩をとる



② 社会的行動障害

•自発性の低下
自分から何も発言・行動しようとしない

歩行と興味のある活動の実践
•脱抑制・易怒性

急に怒る（普通なら抑制）
判断している
病識の欠如～希薄 嗅覚障害を伴う

怒るときの状況分析 時には「薬」

•通常の「感情・情動」との区別



③ 記憶の分類
１．貯蔵期間による分類

短期（当座の）記憶ー長期（貯える）記憶

２．記憶内容による分類

長期記憶

陳述（顕在）記憶 手続き（潜在）記憶

（知覚ー運動課題を学習

する能力：自転車など）

意味記憶 エピソード記憶

（知識的な情報）（個人的記憶）



作業記憶障害の対応

定義：意味のある情報を一時的に保持・操作
して決断や行動を導く脳機能・神経システム

行動的代償技術：記憶ノート、タイマー、計
画表

•外的刺激の最小化

•リスト、ひとつのタスクに集中

時期別

①障害の認識がない：見守り、パターン化

②時々認識し、困っていれば：メモ帳など

③認識する：メモ帳など



④ 遂行（実行）機能障害

•「実行機能とは、予期、目標選択、企画、監視、
フィードバックの利用であり、・・・新しい活動
を学習し、能動的な制御が必要な時、実行してい
る。そして、活動が日常的になると、これらの活
動はほかの脳領域で扱う」（Stuss  Benson『前頭
葉』共立出版）

•例）バスに乗って駅で電車に乗り換え、目的地ま
でどのような手順で行くか、また、会う場所まで
の交通機関と乗り換え時間を確認し、自宅からこ
のくらい時間がかかるから何時に自宅を出なけれ
ばいけない、など時間の予定などができないため
会うことができない
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情報処理
・速度 ・効率性

注意と集中力

・抑制・発動性

・覚性・覚醒度・心的エネルギー
（神経疲労）



⑤ 失語症（右利きの左半球）

1861年、ブローカ（仏）

1874年、ウェルニッケ（独） （独）

• 「聴く」

早い、長い文は理解しにくい

• 「読む」：漢字よりも仮名が難しい

• 「話す」：固有名詞が出にくい

思ったことと違うことをいう「錯語」

五十音表は役立たない

• 「書く」：仮名が難しい

計算障害



失語症者への基本的姿勢

•判断力や思考力は変わらない

•会話のテンポ：「間」に耐える

•家族と話をするとき、本人の了解を得る

•人の会話では、６５％が話し言葉以外の伝
達

•言葉以外の道具、ジェスチャーなどを多用

•ともに行動したこと（散歩、食事等）を評
価



⑦ 左半側空間無視
(右利きの右半球）

左半側の刺激に気づかない、反応しない状態

94年9月 95年1月 95年6月



線分抹消



線分２等分



「たてる」

漢字の音読



合併症状とその対応

•本人は認識がないか、薄い

•左の空間認識がないだけでなく、左半身
の認識もない（身体失認）

•距離感、垂直－水平も歪む

•一見だらしがないと見えるが、性格では
なく症状である

•転倒が多いので注意が必要



高次脳機能障害の特徴

•症状以外は普通である

•脳卒中の損傷は大きくても脳の２～3割

•個別の障害を理解する必要がある

•障害は、日常生活、社会活動（仕事、買い
物等）の中で出現しやすい

•障害を自己認識できない場合が少なくない

•個人の性格や資質と混同、誤解

•半年～年単位で改善するので、1～3～5～
10年経過を見ながら判断する



３．脳の可塑性と自己決定



脳の可塑性（長田乾氏）

•初期は病巣およびその周囲、年単位で反対
側半球などが代償して改善

•自分の能力の少し上のレベルに向けて努力
すると、脳血流が増え、新たな神経回路が
形成

•努力するには本人の意欲が必要で

「主体性」の再構築が重要



自己決定とは？（E.L.Deci）

•環境の関連において有能で自己決定的でありたい
とする人間の要求＝「内発的動機づけ」

•報酬を得るために「外発的動機づけ」である行動
を行うという度重なる経験は、本人の自己決定を
低下せしめる

•内発型は失敗に対する責任を受け入れることがで
き、自責の念にとらわれることなどはない

•自己決定する条件（熊谷晋一郎）

「体はこういうものである」という信頼や予測がな
ければ、意思決定の基盤が掘り崩される



４．中途障害者の心理と対応



健康状態

心身機能・身体構造
（機能障害）

活動
（活動制限）

参加
（参加制約）

環境因子（物的環境、態度
サービス、制度、政策）

個人因子

国際生活機能分類（2001）

国際障害分類（1980）

機能障害 能力低下 社会的不利疾病



中途脳損傷者の心理

発症前を基準にして現在を比較するため、

①いつまでも「よくなっていない」と思う

②「こんな体になって惨め、情けない、死に
たい」「人に迷惑をかけてまで出かけたくな
い」などの気持ちから、「閉じこもる」傾向

③家庭では、家族は「健常者」で、自分だけが
「障害者」と思い、孤独感を味わう

④心理的な大変さは、障害の重症度と関係ない

総体として「極めて自信がない」



障害のある人の行動変化

•障害があるから、何も出来ない

• 障害のある人 － 医療者

「してもらう」 「してあげる」と

いう「安定した」共依存関係に陥る

•障害があってもできる体験



看護、介護
療法、診療

楽しみ 役割

具体的な目標

自信の
きっかけづくり

支援の４つの視点と目標

QOLの向上
（能力改善）

仕事

できた！

自己管理
生活リズ
ムの確立

主体性
の再構築

夢（小～大）の実現
自己存在の再確認

２０１６．４
長谷川幹、中島鈴美



医療機関と地域での視点の相違

医療者
主導的

患者
受動的

障害者
主体的

医療者
後方支援

医療者・障害者の
立ち場の「逆転」 ３～５年

医療機関 地域（在宅）

市民



５．「主体性を自ら引き出す」
アプローチ



家族の心理と視点

•当事者の経過を一番知っている

•初期の重症の印象が残り、それに引きずら
れて現状を過小評価していないか？

•できないから援助しなければと、先取りし
ていないか？

•本人の選択、自己決定を奪いかねない

•「意見、注意する」など「監督」すること
が多いが、応援団に（「フレーフレ－」、
失敗しても「次に生かそう」）



医療・福祉関係者の基本的視点

•本人、家族は初めてなので、症状の理解、

対応に時間がかかる＝時間軸が違う

•医療・福祉関係者が助言した内容を生活

している本人・家族はどの順番にするか？

•「楽しみ」、「役割（責任）」などの行動

を通じて自信がつくので、それらを提案し

「自己決定」できるような「間」をおく

•気持ちの整理に３～５年かかることが多

いので、年単位の支援を継続



障害のある人々の言葉

•自分が障害者と言うまでに5年かかった。
その間は病前の自分の中にあった「障害
者に対する偏見」との闘いであった

•仕事をしていた時は、日常の動きを具体
的に想像していなかった

•３０歳代関節リウマチの人

「介助者といっしょに買い物し、介助
者といっしょに作ったら、それは自分が
作った料理といえる気持ちの解放があり、
結婚できた」



自立とは？
•医療、福祉では「トイレができる」と、生活
の一部で「・・できる」＝「自立」と使用

•この考えは「健常時（者）に近づける」を意
味するが、近づくようで近づかない

•「障害のある人」、「ない人」も同じ考え方
は、「自分でできることはするが、できない
ことやできることでもこの際は協力して、と
他人に依頼することを選択し、自分の生活ス
タイルを自分で決めて（援助を含めて）実践
する」

•「障害」があり全介助でも「自立」できる



時期別 ①楽観期 ②うつ期 ③活動期 ④自己肯定
期

本人の心
理行動

仕事・家
庭の不安

周囲に任せ
る

自分で判断し行動 自分らしさ
「支え手」

評価 自我関与性
空間性、時間性、関係性

リハ実践 信頼関係の構築
本人を知る

言語化（客観視）
自己管理
適切な課題・役割
の提案

ピアサポー
ター
興味・関心の実践活動

医 療 ・
福祉職

援助、助言 伴歩・提案～後
方支援

双方向

脳損傷者の主体性の評価と再構築過程の
モデルとリハ実践のあり方（案）



６．まとめ１ 脳損傷者の特徴

•発症当初は、脳全体の混乱、情動の不安定さ

高次脳機能障害などで自己認識が難しい

•障害があるから周囲への観察力が高い

•本人が症状、予後予測を理解することが客観

視（自己認識、自己決定）につながる

•本人が心理的に立ち直るのに３～５年

•本人は自信がついてから、自らを客観視し、
主体性が現われ能力が向上する。

•体験談は自分史につながり、先を考える



まとめ２ 福祉、医療職の視点

•「障害者」は「弱者」ではなく、「弱点」

（秘めた力）があり、「向上」を考える

•本人の小さい変化を注視し、言葉をかける

•自分と本人との考え・思いにギャップがあれ

ば、本人の思いを確認する機会ととらえる

•本人の役割を提案し可能性に挑戦

•本人の主体性を尊重し、支援者から伴歩者へ

•仕事場以外で「利用者」との立場を超えた対
話



•これらの活動が「障害者」が支援の

「受け手」でありながら「支え手」へ

つながり、地域の会議等への参画を



ご静聴ありがとうございました

岩波新書「リハビリ
生きる力を引き出す」

日本医事新報社


